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SIP国家レジリエンス(防災・減災)の強化 
海洋研究開発機構付加価値情報創生部門 

部門長  堀 宗朗 

 

 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)は、内閣府が進める大型研究開発プロジェ

クトである。SIPの第 1期（2014～2018年度）と第 2期（2018～2022年度）で防災が課

題として採用されている。この課題の目的は、災害からより迅速に復旧するという「レ

ジリエンス」の強化のために、革新的技術を研究開発し社会実装することである。 

「レジリエンス」に関するさまざまな問題の中で、SIP第 2期では、災害情報が国・

自治体で共有されないという問題を取り上げ、国と自治体のための統合情報システムの

研究開発を研究テーマとしている。統合情報システムは下部に複数のシステムを持つ。

具体的には、衛星を利用した広域被害把握、広域経済を考えた復旧支援、災害時の地下

水利用、線状降水帯とスーパー台風の観測と予測、の情報システムである。 

IDR4M と称される自治体向けの統合情報システムは SIP 第 2 期の二つの研究テーマ

の一つである。自治体と様々な組織との円滑な災害情報の共有を実現することは勿論で

あるが、IDR4M は自治体の長の意思決定の支援も重視している。災害の現況に関する

情報を基に予測を行い、より的確な避難指示等の発令の情報を自治他の長に提供するこ

とが意思決定の支援である。 

災害情報の共有は新しい研究テーマではない。しかし、災害という緊急時に大量に発

生する情報を多数の機関で遅延なく共有することは簡単ではないことも事実である。災

害情報の共有のための統合情報システムには高度なプログラム開発が必要である。さら

に、予測も行う IDR4Mでは、情報を基にした予測の妥当性の担保のために、高度な情

報処理も必要である。 

一般に経験工学の色彩が濃い災害分野では、失敗事例の克服が重視されている。革新

的技術の開発が要求される SIPでは、災害情報が共有されないという事例を解決するた

め、統合情報システムという革新的技術に取り組んでいる。この革新的技術は、従来の

防災を超えた「新たな防災の在り方」に繋がる。技術開発と並んで、革新的技術のより

有効な利用を考えることも重要である。 

 

 

（専門：応用力学・計算力学） 

巻頭言  

 

 



ＳＩＰ第 2期「国家レジリエン

ス（防災・減災）の強化」の 

概要  
 

内閣府科学技術・イノベーション担当 

井上 慶司 

 

１．戦略的イノベーション創造プログラ

ム（SIP）について 

総合科学技術・イノベーション会議は、内

閣総理大臣を議長とする、わが国の科学技術

政策の企画立案等を行うための重要政策会議

である。 

科学技術の振興や、研究開発成果の実用化

によるイノベーションの創出に向けた司令塔

の役割を担っており、その取り組みの一つと

して「戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）」がある。 

平成 26 年度に第 1 期の SIP がスタートし、

現在、平成 30 年度にスタートした第 2 期 SIP

の 3 年目にあたる。 

SIP の特徴は、府省庁連携による分野横断的

な取り組みを産学官連携で推進すること、ま

た、実用化・事業化までを見据えて一気通貫

でのマネジメントを行うことにある。 

 プログラムのマネジメントは、課題ごとに

選定された PD（プログラムディレクター）が

責任を持って進めることとされている。 

第 2 期 SIP 全体では、12 の課題が設定され

ており、そのうちの一つである「国家レジリ

エンス（防災・減災）の強化」については、

毎年 20 億円余りの予算を頂いて研究開発を

進めている。 

 

２．ＳＩＰ国家レジリエンスの概要 

（１）レジリエンスの向上 

 防災・減災対策は、一般的に、大きく予測、

予防、対応のプロセスに区分される。従来の

対策においては、国土保全施設の整備など、

事前の予防に重点が置かれる傾向があったが、

近年は、予防のみならず、発災後の迅速かつ

的確な対応による「レジリエンスの向上」が

重視されつつある。 

SIP における第 1 期、第 2 期を通じた取り

組みの基本的な考え方として、このレジリエ

ンスの向上がある。 

先端的な ICT 技術等も活用しつつ、災害発

生後の迅速かつ的確な応急対応、早期の復旧

復興を図ることを目指している。 

（２）ＳＩＰ第 2期「国家レジリエンス（防

災・減災）の強化」研究テーマの概要 

近年、気候変動等の影響による風水害等の

頻発化・激甚化が進み、毎年のように死者・

行方不明者の発生を含めた被害に関する報道

がなされ、また、南海トラフ地震等、大規模

地震・津波災害が高確率で想定される中、防

災対策のさらなる充実と、そこへの科学技術

の貢献に対する期待は大きい。 

先述の「レジリエンスの向上」の考え方に

基づき、SIP 第 1 期における研究開発成果の

社会実装が進められているところである。 

その中の一つとして、SIP4D（Shared 

Information Platform For Disaster management; 

基盤的防災情報流通ネットワーク）がある。 

これは、従来、紙地図や手書きホワイトボ

ードで行っていた情報集約を電子地図上で行

い、関係機関、関係者において災害対策に必

要な情報の共有を可能とするもので、すでに

内閣府防災担当が運用する ISUT（Information 

SUport Team; 災害時情報集約支援チーム）に

おいて活用が図られ、実災害の発生時におい

て都道府県における災害対策本部など、災害

対応機関を情報面から支援している。 

SIP 第 2 期「国家レジリエンス（防災・減

災）の強化」においては、こうした ICT 技術

等を活用したレジリエンス強化の取組をさら

に充実させ、災害時に最善の対応が自律的に

できる社会の構築、いわゆる「災害時の

Society 5.0」の実現のための取組を進めている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復旧時間を短縮し間接被害を減らすという

「レジリエンスの向上」には、災害動態の時

間的推移を見通すための災害情報が必須とな

る。このため、災害の予測情報を生成・共有

する政府向けの避難・緊急活動支援統合シス

テムと、政府のシステムと連動した市町村向

けの災害対応統合システムを開発している。 

政府向けの統合システムには、5 つのシステ

ムが連動しており、その連動の仕組みとして

SIP 第 1 期の研究成果である SIP4D（基盤的

防災情報流通ネットワーク）を活用している。 

こうした枠組みの下で、７つの研究テーマ

についての研究開発を進めている。以下に各

テーマの研究内容の概要を紹介する。 

テーマⅠ:避難・緊急活動支援統合システム開

発 

大規模災害時においては、初動や緊急対応

における人的・物的資源配分等の判断に不可

欠な情報が不足する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害や被害の時空間情報である災害動態の

収集，分析，予測を行うことで，派遣指示，

避難支援，物資供給など，政府等の災害対応

機関の最適かつ迅速なオペレーションを支援

するシステムを開発する。 

テーマⅡ:被災状況解析・共有システム開発 

 衛星データ等を AI 等の活用により解析す

ることで、主に政府の災害対策本部等におい

て広域的な被災状況を迅速に把握し、適切な

初動対応につなげるためのシステムを開発す

る。 

テーマⅢ:広域経済早期復旧支援システム開

発 

地域経済の早期の復旧・復興の観点から、

経済予測モデルに基づきインフラの復旧順位

を評価するシステムを開発する。 

テーマⅣ：災害時地下水利用システム開発 

 大規模災害時には往々にして水不足の問題

が発生するが、地下水の利用は地盤沈下など

全体概要

大規模災害時のSociety 5.0の実現のための，国家レジリエンス向上の
研究開発と社会実装

総合システム

逃げ遅れゼロ

国 市町村経済早期復旧

災対本部立上げの発災2時間後
を目途に，衛星データの解析
に基づく広域被害の把握

 災害の予測情報を生成・共有する国向けの避難・緊急活動支援統合システム
 国のシステムと連動し地域特性を入れた市町村向けの災害対応統合システム

 

SIP国家レジリエンスの全体概要 

 



の恐れから制限されている。 

このため、地下水くみ上げ時の水循環の動

向を予測するシミュレーションモデルを使い、

他に影響を与えない範囲で利用可能な地下水

量を判断するためのシステムを開発する。 

テーマⅤ:線状降水帯観測・予測システム開発 

線状降水帯による水害・土砂災害からの避

難エリアの指定や、避難勧告・指示の判断の

ため、「いつ・どこで・どのくらいの量が降り

始めるか」を予測するためのシステムを開発

する。 

テーマⅥ:スーパー台風被害予測システム開

発 

 アンサンブル気象予測を利用し、スーパー

台風による高潮・高波，河川水位、氾濫エリ

アを 72 時間前に予測するためのシステムを

開発する。 

テーマⅦ:市町村災害対応統合システム開発 

 大量の災害情報を AI 処理し、必要な情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を自動抽出することで、市町村長が行う避難

勧告・指示の判断の支援を行うためのシステ

ムを開発する。 

（３）研究開発の進捗状況等 

■社会実装に向けて実災害と訓練で実証 

 平成 30 年度（2018 年度）より開始された

SIP 第 2 期は 3 年目に入り、各テーマにおい

ては、概ね、これまでの要素技術の開発等の

段階から、システムのプロトタイプを構築し、

実災害や訓練等での有効性の検証・実証を行

う段階へと移行している。 

全国各地において、SIP の研究成果に係る

利用実証に係る取組が進められているところ

である。 

こうした取組を通じて、システムの必要な

改良等、目標達成に向けた研究開発を進める

ととともに、成果の利活用主体となるべき機

関等との間での、社会実装に向けた合意形成

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種システムの実災害・訓練等での利用 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実災害における実証の例として、テーマⅡ

における令和 2 年 7 月豪雨での取組事例を示

す。 

衛星データに基づき広域的な被災状況の迅

速な把握を行うシステムを開発する同テーマ

において、本年度、プロトタイプシステムの 

利活用による実証を開始している。今次災害 

においても、浸水範囲の解析等を行い、 府省

庁等の災害対応機関へ提供した。その際、国

際災害チャーター等の活用により、国内外 17

機の地球観測衛星と連携し、約 120 の解析結

果を提供している。 

■社会情勢変化等に対応した新たな研究テ

ーマ等 

 SIP のマネジメントにおいては、研究開発

や社会実装に係る目標達成度等を適切に評価

し、研究開発内容や資源配分の適正化を図る

とともに、社会情勢変化等に対応した新たな

研究テーマについても、必要に応じ検討を行

うことが求められる。 

今般の新型コロナウイルス感染症の世界的

な流行といった情勢の中で、SIP4D などの災

害対応のために開発した情報共有システムを

感染症対策の現場にも活用し、災害時におけ

る感染症対策の強化や、被災地域における適 

切な避難行動の実現等に資するための取組を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進めている。 

また、次世代モビリティを活用した災害時

における感染症検査機能確保のためのシステ

ム開発にも新たに着手することとし、準備を

進めているところである。 

一方で、2020 年度は、SIP 第 2 期の 5 年間

のプログラムの 3 年目で、中間評価の実施年

にあたる。社会実装の体制づくりまでを含め

たマネジメントを行うことを特徴とするプロ

グラムである SIP においては、社会実装の体

制構築に向けた取組の達成度を重視する中間

評価が実施された。 

近年、防災・減災対策に対する社会的な関

心がさらに高まる中、総合科学技術・イノベ

ーション会議におけるＳＩＰの運営機関であ

るガバニング・ボードによる評価等のプロセ

スにおいても、SIP 国家レジリエンスのこれ

までの取組を評価いただくとともに、今後に

期待する意見が多く寄せられているところで

ある。 

逃げ遅れによる犠牲者を無くし、被害を最

小限にとどめ、また、早期の復旧・復興を実

現するレジリエントな社会の構築に向けて、

引き続き、SIP 国家レジリエンスの取組を続

けていく。 

Copernicus Sentinel data (2020)

©2020 Planet. All rights reserved

©JAXA

浸水した深さの
推定（山口大学）

浸水範囲の推定
（国際航業）

浸水した建物数の
推計（防災科研）

背景地図:国土地理院

背景写真:JAXA

背景写真:国土地理院

一元化した衛星データ例 解析結果例

7月3日18時21分撮影
九州・四国等
衛星名：Sentinel-1

7月4日13時13分撮影
鹿児島~熊本
衛星名：だいち2号

7月7日午前撮影
球磨村付近
衛星名：Dove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年７月豪雨における衛生データによる被災状況解析例 



避難・緊急活動支援統合システ

ムの研究開発 
 

国立研究開発法人防災科学技術研究所 

臼田 裕一郎 

 

１．災害の変化を捉え意思決定支援へ 

災害大国である我が国においては、地震・

津波・火山噴火・気象災害等、国難的事態に

至る大規模自然災害が確実に起こるという認

識のもと、具体的な方策を確立することが喫

緊の課題である。内閣府総合科学技術・イノ

ベーション会議が推進する SIP（戦略的イノ

ベーション創造プログラム）第 1 期（2014～

2018 年度）「レジリエントな防災・減災機能

の強化」においては、複数組織間での災害時

の「状況認識の統一」を目指し、SIP4D（Shared 

Information Platform for Disaster Management：

基盤的防災情報流通ネットワーク）による複

数組織間での災害時情報共有技術を開発して

きた。これを踏まえ、第 2 期（2018～2022 年

度）は「意思決定支援」を目指し、「国家レジ

リエンス（防災・減災）の強化」に関する研

究開発が進められている。その一つが「避難・

緊急活動支援統合システムの研究開発」であ

る。 

自然災害は時々刻々と変化する。したがっ

て、その変化をつぶさに捉え、災害対応行う

組織の意思決定に反映させることが重要であ

る。そのためには、フィジカル空間（現実社

会）の自然・社会に関する多種多様な動態デ

ータをサイバー空間で集約し、災害動態を解

析することにより変化を検出し、それに基づ

き各組織の個別専門システム群を連動させる

という統合的な仕組みが必要である。そこで、

この仕組み（概念）を CPS4D（Cyber-Physical 

Synthesis for Disaster Resilience）と呼び、政府

の避難・緊急活動フェーズにおける意思決定

を支援する一連のコア技術の開発を行うこと

とした。図-1にその全体像を示す。 

 

２．情報収集・伝達技術 

CPS4Dには、フィジカル空間の状況をサイ

バー空間に届けるため、そして、サイバー空

図-1「避難・緊急活動支援統合システムの研究開発」の全体像 



間での解析結果をフィジカル空間に届けるた

めの技術が必要不可欠となる。 

情報収集・伝達を組織単位ではなく、個人

単位で実現するために開発を進めているのが、

図-2に示す SOCDA（SOCial － dynamics  

observation and victims support Dialogue  

Agent  platfirm for disaster management：対話

型災害情報流通基盤）である。SOCDAは個人

に対し避難を支援する機能と、個人が目にす

る被害状況や避難ニーズを集約する機能の 2

つで構成される。個人とはチャットボットが

対話をし、集約された情報は AIが分類し、災

害情報化する仕組みである。 

 

 

 

また、情報収集・伝達には通信が必要不可

欠となる。しかし、どんなに強靭な通信シス

テムでも、災害時に絶対に途絶しないという

状態を保つことは難しい。むしろ、途絶して

も情報を収集・伝達できる仕組みが有効であ

ると考えられる。そこで、複雑な統合制御に

より成り立つ通信を、図-3に示すように単独・

単体で実現するための技術開発として、飛行

体から電波を放射する要救助者探索技術、衛

星安否確認サービス「Q-ANPI」とスマホ deリ

レーを連結した安否情報集約技術、孤立地域

内や移動体間で通信機同士が大容量のデータ

通信を実現する技術の開発を進めている。 

 

３．災害動態解析とシステム連動技術 

CPS4D のサイバー空間における解析を行

うのが災害動態解析意思決定支援システム 

DDS4D（Dynamic Decision Support System for  

 

 

Disaster Response）である。SIP4Dを介して集

約されたデータは DDS4D 内の災害動態時空

間データベースに格納される。そして、災害

対策本部で行われる様々な意思決定に合わせ

た処理モデルをあらかじめ構築し、これをリ

アルタイムで稼働させ、結果を図-4に示す災

害対策本部支援ダッシュボード DDS-View 

(DDS Viewer)で動的に可視化する。 

 

例えば、6 時間後の雨量予測データから職

員 1 人当たりの洪水暴露人口を推定し、それ

に基づく支援部隊の派遣の意思決定を支援す

る等の解析処理・可視化の開発を進めている。 

 DDS4Dの時空間解析に基づき、フィジカル

空間において行動を必要とする変化やニーズ

が検出された際は、それをタスクとして変換

図-2 対話型災害情報流通基盤 

（防災チャットボット SOCDA） 

図-4 災害動態意思決定支援システム（DDS4D）

と災害対策本部支援ダッシュボード（DDS-

View）による可視化 

図-3 通信途絶時情報収集技術 



し、対応するシステムを判定し、そのタスク

が完了するまで管制する。それが図-5に示す

非同期型連動機構である。 

 

 

 

４．フィードフォワード技術 

CPS4D のサイバー空間での解析に基づき、

フィジカル空間での各組織の活動を先読みし、

意思決定を支援するのがフィードフォワード

技術である。本研究開発では、保健医療福祉

活動と物資供給活動の支援システムを開発す

る。 

D24H（Disaster/Digital information system for 

Health and well-being：災害時保健医療福祉活

動支援システム）は、図-6に示す通り、活動

体制が異なる保健・医療・福祉の分野をオー

ルジャパンでつなぎ、迅速な支援活動を実現

するシステムである。活動需要予測・分析を

行う D24H Analyzer、チームを超えたタスク管

理を行う D24H Kanbanなど、様々なパーツで

活動を支援する仕組みとなっている。 

DSSP（Disaster Supplies Support Platform: 災

害時物資供給支援システム）は、図-7に示す

通り、政府が行う物資供給において、その供

給量の推定や民間企業からの調達支援、道路

交通・海上交通の解析と連動した輸送支援等

を行うシステムである。内閣府をはじめ、経

産省、農水省、国交省、警察庁、海上保安庁

といった複数府省庁と民間企業とが絡み合う

緊急活動を総合的に支援する仕組みとして開 

 

発を進めている。 

 

５．実災害への適用と今後の展開 

本研究開発は 5 ヵ年計画で進められている

が、毎年のように発生する自然災害に対し、

途中段階でもその成果を適用し、現場を支援

しながら有効性を検証するという方針で進め

ている。 

3年目となる 2020 年度は、令和 2年 7月豪

雨により、球磨川、筑後川、木曽川、江の川、

最上川と、1か月の間に複数の大河川で決壊・ 

図-5 非同期型連動機構 
図-6 災害時保健医療福祉支援システム 

（D24H） 

図-7  災害時物資供給支援システム（DSSP） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氾濫が発生するという事態となり、「波状攻撃」 

とも呼ぶべき災害事象の連続となった。我々 

は DDS4Dによりその状況を確認しながら、

内閣府主導の官民チーム ISUT（Information 

Support Team：災害時情報集約支援チーム）

として熊本県庁・鹿児島県庁に入り、現地の

災害対策本部における情報共有・意思決定の 

支援を行った。 

図-8は、2017年の九州北部豪雨の際の災害

対応支援との比較を示したものである。2017

年当時に比べ、処理の自動化、高度化が進め

られているとともに、現場においても活動す

る組織・人が自らシステムを操作する形とな

ってきている。さらに、2020 年は新型コロナ

ウイルスの蔓延という新たな脅威が世界中を

襲うこととなった。これに対し、CPS4Dの概

念と各コア技術を活用し、コロナ禍における

災害時避難を支援するシステムの開発も進め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年度以降は、府省庁・関係機関、自治

体等と協働で、避難・緊急活動における様々

な意思決定の場面に合わせたプロトタイプの

チューニングと高度化を行うとともに、訓練

や実災害適用で得られた課題を解消し、シス

テムの社会実装を進める計画である。 

頻発化・巨大化・複雑化する自然災害に対

し、災害対応は常に関係諸機関による総力戦

となる。ニューノーマルとして、デジタル化

やデジタルトランスフォーメーション（DX）

が叫ばれる中、21世紀前半に発生が懸念され

ている国難級災害に対し、しなやかに対応す

るレジリエンスを強化することが肝要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8  SIP第 2期前後における災害時情報共有・利活用の比較 



SIP「線状降水帯の早期発生及

び発達予測情報の高度化と利

活用に関する研究」について 
 

防災科学研究所 

 清水 慎吾・前坂 剛   

日本気象協会  

増田 有俊 

 

１．はじめに 

強雨が数時間以上に渡って継続し、河川氾

濫や土砂災害等の深刻な被害を引き起こす集

中豪雨の発生が近年多発しています。最近の

研究によると、台風を除く集中豪雨の 6 割以

上は線状降水帯（線状に並んだ複数の積乱雲

群：図-1）によって引き起こされているとい

われています(津口と加藤, 2014)。2017 年 7 月

5 日は九州北部で、2018 年 7 月６日は西日本

を中心に広範囲で、2019 年 8 月 28 日は九州

北部で、2020 年 7 月 4 日は熊本県で、同年 7

月 6 日は九州北部で、など毎年のように線状

降水帯が発生し、甚大な水害・土砂災害が報

告されており、線状降水帯の予測による事前

対応は喫緊の課題となっています。 

しかし、数 10 km から 100 km 程度の比較

的狭い範囲に数時間のうちに記録的な大雨を

もたらす線状降水帯を事前に予測することは

既存の気象観測技術では大変困難となってお

り、その結果「逃げ遅れ」による被害が多数

発生しています。こうした「逃げ遅れ」を防

ぎ、被害を軽減させるためには、避難に必要

なリードタイムで、線状降水帯の時間・空間

スケールを表現できる分解能で正確な雨量予

測を行うことが必要です。内閣府による戦略

的イノベーション創造プログラム(SIP)の 1課

題である「国家レジリエンス（防災・減災）

の強化」（代表：海洋研究開発機構 堀 宗朗）

において、新しい線状降水帯の観測・予測シ

ステムの開発（代表：防災科学技術研究所 清

mizu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 慎吾）を推進し、図-2に示すように、十分 

な避難に要する時間、即ち半日前程度に、線

状降水帯の発生が見込まれる地域を大まかに

特定し、最新水蒸気観測網を整備し、観測デ

ータを用いた最新の数値予測手法を用いて、

高解像度で高頻度に雨量予測情報を提供する

ことで、線状降水帯が発生する 2 時間前に、

避難区分単位の精度で災害発生地域を絞り込

む技術を開発しています。 

本稿では、この取組の中で開発した半日前

の早期予測情報を元にした九州の自治体との

実証実験と最新の線状降水帯降雨予測法の概

要を紹介し、令和 2 年 7 月豪雨での適用結果

をまとめます。 

 

２．リードタイムが異なる２つの予測法

の活用 

線状降水帯が発生しやすい環境場の特徴を

過去に発生した数百の線状降水帯事例におい

て統計的に解析することで抽出し、半日先の

複数の気象予測要素から線状降水帯の発生可

能性をレベル化して診断する「線状降水帯イ

ンデックス」と呼ばれる手法を気象庁が開発

しています。 

本プロジェクトでは SIP 参画機関の日本気 

 

図-1 2014年広島市で観測された線状降水帯(レー

ダ 3 次元画像：色は降雨の強さを示す)とその発生

プロセス。黄色で示した強い雨域の塊はそれぞれ

１つの積乱雲を示している。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象協会が中心となって、この半日先における

線状降水帯の発生可能性の情報（以後、早期

予測情報と呼ぶ）を実証実験（2019 年 7 月か

ら継続中）に参加している自治体に配信する

ことで、自治体の防災体制における線状降水

帯情報の活用方法や適切な提供方法・表現方

法等を検証します。具体的には、夕方 15 時頃

に翌朝 6 時までの早期予測情報を活用するこ

とで、自治体は日没前までの避難完了に向け

た時間的余裕を確保し、そのための人員体制

を早期に作ることができると考えています。 

 2019 年度には、九州地方の 9 自治体（北九

州市、朝倉市、東峰村、うきは市、八女市、

日田市、阿蘇市、熊本市、鹿児島市）が実証

実験に参加頂き、2021 年度からは新たに八代

市にも参加頂き、10 自治体での実証実験を進

める予定となっています。 

この実証実験期間中に発生した令和 2 年 7

月豪雨において、2020 年 7 月 4 日夜中 0 時過

ぎに熊本県南部で発生した線状降水帯に対し

て、前日 16 時に線状降水帯が発生する可能性

が高いことを自治体（熊本市と鹿児島市）に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メールで通知することができました。送信し

たメールメッセージの中で、夕方から翌朝ま

での 3 時間毎の線状降水帯の発生可能性を時

系列情報として配信し、警戒が必要な時間帯

がメールだけで判読できるようにしています。 

また、同時に気象庁が発表する、「大雨警報

級の可能性」などの現在の避難判断に利用さ

れている情報も同じ時系列として付加するこ

とで、既存の情報と新規に開発した情報をリ

アルタイムで比較できるように工夫をしてい

ます。7 月 3 日夕方 16 時において、18 時から

翌日 4 日朝 6 時まで、線状降水帯の発生可能

性は高く、また、気象庁の大雨警報級の可能

性も高い状態が継続することを知らせること

ができました(図-3 左)。メール情報をサポー

トするために、実証実験専用のウェブページ

において、(図-3 右)に示すように、線状降水

帯の発生可能性を示す「線状降水帯インデッ

クス」の分布を自治体は閲覧できるようにし

ています。図-3右は、7 月 3 日午後 15 時の時

点で予測した 7 月 4 日午前 3 時の「線状降水

帯インデックス」の分布を示し、紫色で示し 

 

図-2 線状降水帯の 3 つの対策による、災害発生の半日～2 時間前に避難支援情報を提供する概念

図。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た場所で、高い発生可能性があることを示し

ています。熊本県の北部から中部にかけて広

範囲で高い可能性があり、同様に鹿児島県全

域にも高い可能性があることを予測していま

す。この情報を元にメールを送信する自治体

を選択し、危険が迫っている自治体にのみ情

報発信を行います。 

これまでの日本気象協会による精度評価の

結果、早期予測情報は線状降水帯の正確な発

生位置（例えば熊本県人吉市〇〇地区など）

を予測する精度を持っておらず、熊本県、鹿

児島県という県単位での予測は可能であると

分かってきました。また、見逃しは非常に少

ないですが、同時に空振りが非常に多いとい

うことも分かってきました。2020 年度に日本

気象協会が気象庁や気象研究所と協力し、本

プロジェクトが線状降水帯インデックスの条

件を見直すことで、空振りを低減し、結果と

して予測精度の向上に成功しました。自治体

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニーズに沿った、空振りの更なる削減を課題

としながら、半日前の早期予測情報を「気づ

き」のトリガーとして活用する等、具体的な

利活用法の検討を自治体および気象庁と連携

しながら研究を進めております。 

半日前の予測だけでなく、リードタイムは

2 時間と短くなりますが、より高い確度を持

った雨量の予測情報の提供も同時に行ってお

ります。まずは予測精度向上に必要な観測デ

ータについて説明します。私たちの取り組み

では図-4に示すような様々な現業機関による

気象観測データに加えて、世界に類を見ない

水蒸気観測網を独自に整備し、それを活用し

た降雨予測を行っています。気象庁アメダス

が観測した地上の風向・風速、国交省 XRAIN

が観測した風と雨の 3 次元分布、福岡大学と

気象研究所の水蒸気ライダーが観測した水蒸

気の高度分布、防災科研のマイクロ波放射計

が観測した可降水量（鉛直方向に積分した水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 熊本市へ送ったメール（左）と線状降水帯早期予測の分布（右）。2020年 7月 3日 16時頃

にメール送信を行い、3 日午後 15 時から翌朝 6 時までの３時間毎の（1）線状降水帯発生ランク

（0が発生可能性なし、1が発生可能性あり、2が高い発生可能性を意味する）、(2)気象庁が発表

する大雨警報級の可能性（なし、中、高の 3段階）、（３）気象庁メソスケールモデル（MSM）の 3

時間予測雨量の県内最大値を示す。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気の総量）を観測後 1 分以内に集約し、観

測情報を適切に予測へ活用する「データ同化」

という手法を用いて、予測の初期値をより現

実に近い状態に改善した上で、2 時間先まで

の降雨予測を 10 分毎に更新する予測システ

ムを防災科研が開発しました。2020 年度内に

は、情報通信研究機構と日本アンテナ株式会

社が開発した、世界で類を見ない地上デジタ

ル放送波を利用した水蒸気観測システムが導

入され、2021 年の暖候期には実際に予測に活

用する予定です。線状降水帯は冒頭にも述べ

たように、数 10 km から 100 km 程度の比較

的狭い範囲に数時間のうちに記録的な大雨を

もたらす現象です。その発生メカニズムは、 

図-1に示したように、１つの積乱雲が通過し 

ても別の新しい積乱雲が風上で繰り返し発

生・通過することで、同じ場所で数時間にわ

たって大雨が持続し、その結果として線状の

降水分布が出現すると説明されています。線

状降水帯を構成する積乱雲は 10-20kmの水平

方向の広がりを持ち、高さは 10km 以上に発

達します。線状降水帯を正確に予測するため

には、線状降水帯を構成する積乱雲を十分に

捉えられる稠密な観測と解像度1km程度の分

解能を持つ予測が必要となります。本プロジ

ェクトでは、これまでリアルタイムで取得が

難しかった大気下層の水蒸気の観測を特に強

化し、雨量予測精度を向上させる取り組みを

進めており 2020 年にその整備を着手しまし

た（図-4）。2020 年度の予測において、8 月末

までは気象庁アメダスと国交省 XRAIN のデ

ータ同化をリアルタイムで実施し、9 月以降

において水蒸気ライダーやマイクロ波放射計

の観測を予測に取り込むことに成功しました。 

こうした様々な観測データを元に 2 時間先

の降雨予測を行う計算フローを図-5に示しま

す。 防災科研のスパコンを利用して、観測終

了後 1 分以内に観測データをデータ同化技術

により、最適な初期値を 10 分毎に作成しま

す。作成した初期値を使って格子解像度 1km

で九州全体の領域に対して 2 時間先までの予

測計算を 10 分以内に完了させます。予測には

力学過程・乱流過程・熱力学過程・大気放射

過程・雲物理学過程の方程式をモデル化した

精緻な雲解像数値シミュレーションを利用し

ます。計算を確実に、かつ、スピーディに完

了するために、防災科研のスパコンの 1000 以

上の CPU コアを本プロジェクトが常時占有

しています。数値予測は、データ同化による

最適な初期値を利用したとしても、予測開始

直後から 30 分以内に激しい降雨を予測する

ことを苦手としています。そこで、本プロジ

ェクトでは予測開始後 1 時間までは気象庁の

高解像度ナウキャストによる予測結果を使い、 

 

図-4 線状降水帯の雨量予測に用いられる観

測データと予測領域（東西 464 km ×南北 480 

km）。白四角が気象庁アメダス観測点、青丸が国

交省 XRAINのレーダの位置と青い円がその観測

範囲（半径 80 km）、赤丸が 2020 年に運用を開

始した水蒸気観測（甑島、野母崎が水蒸気ライ

ダー、福江がマイクロ波放射計）、黄丸が 2021

年から運用を開始する水蒸気観測（地デジ水蒸

気観測）をそれぞれ示します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徐々に数値予測による予測結果に置き換える

ブレンディング予測を採用しています（図-5）。 

 さらに、ブレンディング予測において、高

解像度ナウキャストと数値予測のそれぞれの

予測降雨位置の平均的な位置ズレを評価し、

累積積算雨量を計算する際に位置ズレを補正

することで、積算雨量の過小評価を防ぐ計算

法を開発しました（詳細は参考文献１に記載）。 

自治体が避難勧告・避難指示を発表する場

合の基準や気象庁大雨特別警報の発表基準に

おいて、3 時間積算雨量が利用されることが

多いので、予測された 2 時間雨量と現在から

過去 1 時間までの雨量を合計し 3 時間積算雨

量を提供しています。さらに 3 時間積算雨量

を過去 30 年間の雨量統計情報を参照し、「降

雨の稀さ」に変換します（図-5）。気象庁の大

雨特別警報の発表基準においても、3 時間降

水量（または 48 時間降水量）及び土壌雨量指 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数が 50 年に一度の値以上となったメッシュ

が 10 メッシュ以上まとまって出現した場合

に発表されるとされており、降雨の稀さ情報

が災害発生と大きく関係することが知られて

います。本プロジェクトにおいても、積算雨

量とその降雨の稀さを 10 分毎に提供するこ

とで、数十年に一度の大雨が発生する地域を、

災害発生 2 時間前に避難区分単位に対応した

高時空間分解能で特定し、自治体の避難勧告

指示の判断支援が可能かどうかを検証します。 

 

３．実際の災害事例での適用例 

開発した 2 時間先予測法を 2019 年 8 月に

佐賀県で発生した線状降水帯に適用し、現在

の予測精度を大きく上回ることを確認しまし

た(参考文献 1)。2 時間先までの予測の有効性

が確認できたことから、2020 年 3 月に特許を

出願し、さらに 2020 年 6 月から試験運用を

図-5 2 時間先雨量のための計算フロー図。（１）観測データをデータ同化することで初期値を作成し、

（２）雲解像数値モデルを使った大規模並列計算を行い、2時間先予測を実施し、（３）気象庁高解像度

ナウキャストとブレンドし、さらに予測の位置ズレを補正した上で積算雨量を計算し、（４）得られた積

算雨量を過去の雨量統計を元に再現期間を計算し、実証実験に参加している自治体へ配信します。 

 

 



開始しました。2019 年度と 2020 年度の実証

実験には、福岡県北九州市、朝倉市、八女市、 

うきは市、東峰村、大分県日田市、熊本県熊

本市、阿蘇市、鹿児島県鹿児島市の 9 つの自

治体が参加しています。東峰村のみ試験的に

先行して配信を 6 月に開始し、それ以外の自

治体には 2020 年 7 月下旬に 2 時間先予測の

配信を開始しました。図-6に開発した予測シ

ステムで予測された、2020 年 7 月 3 日深夜か 

ら 4 日朝にかけて熊本県南部で発生した線状 

降水帯の 3 時間積算雨量と降雨の稀さを示す

再現期間の分布を示します。線状降水帯が発

生した 7 月 4 日 0 時 40 分の 1 時間前にあた

る、7 月 3 日 23 時 40 分に線状降水帯の発生

基準を満たす降雨域（3時間積算雨量が 80 mm

を超える線状の降雨域）を予測できました（図

6 上）。さらに 3 時間積算雨量を降雨の稀さを

示す再現期間に変換した分布（図-6下）にお 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて、人吉市の南側の山岳域と球磨川流域に

50 年に一度の雨量を予測しました。線状降水

帯が発生した熊本県南部の自治体は実証実験

に参加していないため、こうした予測情報が、

実際の避難指示・避難勧告にどのように貢献

したかを検証することはできませんが、本プ

ロジェクトの予測情報が、自治体の避難勧告

や住民の自主避難判断を支援する既存の警戒

情報に比べて、どの程度のリードタイムを確

保し、その精度が十分であるかを検証するこ

とは可能であると考えます。 

ここでは、土砂災害警戒情報との比較を行

います。土砂災害警戒情報は大雨警報（土砂

災害）が発表されている状況で、命に危険を

及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくな

い状況となったときに、市町村長の避難勧告

や住民の自主避難の判断を支援するよう、対

象となる市町村を特定して警戒を呼びかける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 7月 3日 23時 40分に予測した 3時間積算雨量の分布（上図）と 3時間積算雨量 

を降雨の稀さを示す再現期間に変換した分布（下図）。 



情報で、都道府県と気象庁が共同で発表する

情報です。土砂災害警戒情報が 7 月 4 日 0 時

30 分に人吉市に発表されていることから、土

砂災害警戒情報よりも 50 分早く、災害発生の

可能性の高い大雨が起こることを予測できた

と言え、既存の警戒情報よりも避難に向けた

長いリードタイムが確保できる可能性がある 

ことを示しました。線状降水帯は 7 月 4 日 0

時 40 分以降、午前 10 時頃まで継続して熊本

県南部に停滞し続けました。日本気象協会が

開発した線状降水帯自動検出技術により、実

証実験に参加した自治体にリアルタイムで線

状降水帯の現況情報を提供しています。現況

把握に関する成果は、日本気象協会によって

7 月 1７日にプレス発表資料（参考資料２）に

て報告されています。本プロジェクトで開発

した 2 時間先予測においても図-7に示すよう 

に、1 時以降連続して線状降水帯の停滞を正

しく予測することができました図-7では 3 時

から 4 時 30 分の予測のみを示します)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

本プロジェクトで開発した線状降水帯の２

つの予測法の概要を紹介し、令和 2 年 7 月豪

雨において、これまで困難であった半日前に

線状降水帯の発生の可能性を予測し、現在の

技術を上回るリードタイムで線状降水帯の雨 

量を予測することができ、それぞれの有効性

を確認することができました。2019 年と 2020

年に行った実証実験にご参加頂いた自治体へ

のヒアリング調査結果を受けて、より自治体

のニーズに最適化された情報提供のあり方を

検討し、自治体ニーズに即した予測情報のカ

スタマイズに取り組む予定です。 

また、2 時間先予測については、今年度整

備した水蒸気観測情報を利用することで更な

る精度向上が期待できます。最終的には線状

降水帯からの「逃げ遅れ」を防ぎ、被害を軽

減させるための強力なツールとして社会実装

されるように開発を継続していきたいと思っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7  2 時間先予測による 3 時間積算雨量(下段)と実際に観測された 3 時間積算雨量

（上段）の比較。楕円は自動検出技術によって検出された線状降水帯の位置を示しま

す。 
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SIP「スーパー台風被害予測シ

ステム」の開発 
 

京都大学大学院工学研究科  

 立川 康人 

 

１．はじめに 

2018 年台風 21 号は大阪湾で過去最高の潮

位を記録し、越波による浸水により関西国際

空港が浸水して機能を失った。2019 年台風 19

号は関東甲信地方、東北地方に記録的な大雨

をもたらし、治水整備レベルを上回る洪水氾

濫が広域で同時に発生した。また、2020 年台

風 10 号は、非常に強い勢力で九州地方に接近

し、高潮・高波、大雨をもたらした。こうし

た大型台風の来襲に対して「逃げ遅れゼロ」、

「社会経済被害最小化」を実現する防災情報

システムを研究開発し、実用化することが本

課題の目的である。 

そのために、予測の不確実性を考慮した 72

時間前からの高潮・高波予測と河川水位・流

量予測を実現する新たなハザード予測システ

ムの開発、これらの予測情報を用いてダム貯

水池の機能を最大限発揮させる統合ダム防災

支援システムの開発、大規模水害時の確実な

水門閉鎖を実現する危機管理型水門管理シス

テムの開発を進めている（図-1参照）。 

 

２．高潮・高波ハザード予測システムの 

開発 

沿岸域では伊勢湾台風や室戸台風を想定し

た既往最大クラスの台風を設計外力として高

潮海岸堤防が整備され、一定程度の高潮・高

波に対する安全度が確保されている。その後、

伊勢湾台風規模を超える高潮が発生していな

いこともあり、幸いにも大規模・激甚な高潮

災害は発生していないが、2018 年台風 21 号

では 1961 年の第 2 室戸台風を超える過去最

高潮位が大阪湾で記録され、越波による浸水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により関西国際空港が浸水して機能を失った。

大阪湾では大阪府三大水門等の適切な操作に

より浸水被害を免れたが、気候変動による海

面上昇や台風の強大化が指摘されており、海

岸堤防の設計外力を超える高潮災害の発生の

可能性が高まりつつある。 

「逃げ遅れゼロ」を実現するためには、予

測時間（予測リードタイム）を伸ばすことが

重要となる。予測時間が長くなると台風経路

の予測範囲も拡大するため、予測経路の違い

を高潮・高波予測情報に反映させることが予

測システム開発の肝となる。そのためアンサ

ンブル気象予測を活用し、その地点にとって

台風が最悪のコースを取ることも想定して

72時間先までの高潮・高波を予測幅とともに

予測する高潮・高波ハザード予測システムを

開発している（図-2参照）。 

さらに、越波による浸水の広がりを実時間

で予測する浸水予測システムを開発し、我が

ごとに感じるリスク情報の提供を目指してい

る。この予測システムを用いることにより、

台風の規模を勘案し、予測時間とそれに伴う

予測の不確実性を組み合わせることで、柔軟 

 

図-1 スーパー台風被害予測システムの開発。

新たなハザード予測システムを開発し、治水施

設の最大活用技術の開発と実装を実現する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かつ適切な避難判断を支援することができる

と考えている。 

 

３．長時間/広域洪水予測システムの開発 

現在、国土交通省で運用されている「水害

リスクライン」では、自治体や河川管理者を

対象として 6 時間先までの洪水予測情報を提

供している。この予測時間をさらに伸ばすた

めにアンサンブル降雨予測を活用し、72 時間

先までの長時間洪水予測と長時間予測に伴っ

て生じる予測幅を合わせて提供するシステム

開発を進めている。また、洪水予測システム

の長時間化に加えて広域かつ高分解能化も合

わせて進めている（図-3参照）。 

スーパー台風の襲来によって主要河川の氾

濫が予見されるとき、河川整備が十分に進ん

でいない中小河川でも甚大な洪水被害が発生

する可能性が高まる。市町村長による避難判

断の適切な意思決定を支援するためには、一

級河川だけでなく身近な中小河川でも、河川

水位・流量といった物理的に解釈できる予測

情報を提供することが必要となる。また、従

来の流域単位の洪水予測手法では、2019 年台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風 19 号で発生したような広域の洪水氾濫を

同時俯瞰的に把握することが難しく、日本全

国の河川を同時に予測対象とする洪水予測手

法の開発が必要となる。そこで、150m空間分

解能で中小河川を含めて日本全国を一体的に

予測する降雨流出氾濫予測システムの開発を

進めている。6 時間先までの予測情報をリア

ルタイムで提供するプロトタイプモデルを開

発し、2021 年中に「市町村災害対応統合シス

テム開発」ともデータ連携を開始する予定で

ある。 

 

４．長期アンサンブル降雨予測にもとづ

く統合ダム防災支援システムの開発 

限られたダム貯水容量を用いてダムの治

水・利水機能をより一層強化するためには、

上記の長時間／広域洪水予測システムを用い

てダム流入量を不確実性とともに予測した上

で、最適な洪水調節を実施することが効果的

である。2019 年の台風 19号での被害を受け 

て国土交通省は「事前放流ガイドライン」を

定め、利水ダムを含めて洪水調節機能の強化

を図っている。本課題では、アンサンブル降 

 

図-2 高潮・高波ハザード予測システムの開発。最悪のケースを含めて予測幅をもった予測情報を

提供し、柔軟かつ適切な避難判断を支援する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨予測情報をダム放流操作に活用し、「1～3

日程度前からの事前放流ガイドライン」をさ

らに前進させ、「数日～1週間程度前からの事

前放流を実現して洪水貯留機能の拡大（治水

WIN）と水力発電増大（発電 WIN）を実現す

ること」を目標として、防災操作時の意思決

定や操作判断を支援する実務レベルでの技術

開発を進めている。 

現時点のダム群の事前放流操作と開発を進

めている技術を導入した場合の放流操作との

違いを図-4に示す。ダムによっては事前放流

のための十分な放流設備が備わっておらず、

数日の事前放流では十分な治水容量を確保で

きないダムがあること、貯水した水を短時間

で無効に放流してしまうのではなく水力発電

を行いながら事前放流を実施することは再生

可能エネルギーを増大させる観点からも重要

であることと考えると、数日～１週間程度前

からの長期のダム流入量予測が必須となる。 

現在、全国の 8 ダムを対象にアンサンブル

降雨予測情報のプロトタイプを提供し、期待 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できる治水効果と利水リスクをリアルタイム

で評価しながら、最適な事前放流量とタイミ

ングを求める手法を開発している。また、社

会実装を実現するために、こうしたな操作方

法をダムの操作要領等に位置づける方策も検

討している。 

 

５ 危機管理型水門管理システムの開発 

沿岸域には多数の水門や陸閘が設置されて

いる。これらは通常は開いているが、大型台

風襲来時には高潮や洪水の侵入を防止するた

めに、水門や陸閘を確実に閉鎖する必要があ

る。そのためには水門や陸閘の開閉状況を

時々刻々と監視する仕組みがなくてはならな

い。しかし、大阪湾を例にとると管理機関の

異なる約 800 基の水門等が設置され、それぞ

れの機関が個別に管理していて、すべての水

門等を一元的に監視する仕組みは存在しない。 

そこで、管理者の異なる水門等の開閉状況を

一元的に監視し、これらの情報を時々刻々、市

町村に提供して避難に関する意思決定を支援す 

 

図-3 河川の長時間／広域洪水予測システム、統合ダム防災支援システムの開発。長時間予測／広域

の洪水予測システムを開発するとともに、ダムの治水機能の強化する技術を開発する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る危機管理型水門管理システムの開発を進め

ている（図-5参照）。 

また、大規模停電時でも低電力で動作する

LPWA 通信技術を活用するとともに、水門等

の開閉状況を検知するセンサ開発を進めてい

る。併せて水門の自重降下システムを開発し

ている。全国の水門の 93%は、消防団や町内

会の方々によって操作されている。これらの

水門が電源喪失時にも確実に閉鎖できるよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、既存の水門を改良してできるだけ安価に

自重降下機能を付加するための技術開発であ

る。 

現在開発中のLPWA通信を使った一元監視

システムは、長距離通信や衛星通信ネットワ

ークへの展開も視野に入れており、防災分野

を中心に下水道管理や道路管理などの幅広い

用途に展開できるように、技術開発を進めて

いる。 

 

図-4 長時間アンサンブル降雨予測の活用によるダムの治水効果拡大技術の開発 

 

図-5 危機管理型水門管理システムの開発。管理者の異なる水門等の開閉状況を一元的に監視し、 

これらの情報を時々刻々、市町村に提供して避難に関する意思決定を支援する。 
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テーマⅦ市町村災害対応統

合システム開発 
 

九州大学大学院工学研究院 

塚原 健一 

 

１．研究開発の背景－市町村の避難情

報等の発令における課題－ 

市町村は避難勧告等の発令など災害対

策の第一次的な実施主体であるものの、

災害対応に当たる職員数が限られている

こと、災害経験が少なく対応ノウハウが

共有できていないことなどから、たとえ

ば、災害発生の切迫度が高まるとともに

災害に関する気象情報、特別警報、洪水警

報、土砂災害警戒情報、雨量・水位観測デ

ータ等が爆発的に増加するとともに、水

防団員や住民等の通報等の対応に追われ

て、状況確認・判断、情報伝達、意志決定、

現場への指示、避難所開設や運営等が円

滑かつタイムリーにできていないのが実

情である。その結果、避難を円滑に行うた

めの時間的余裕を持った避難勧告等の発

令のタイミングが遅れたり、避難等をす

べきエリアの特定ができないまま、住民

全員と地域全域を対象に避難勧告が発令

されているのが現状である。また、このよ

うな局面における意思決定の教訓の体系

化や標準化されたものが市町村に共有さ

れておらず、災害対応は市町村によって

まちまちなものとなっていることから、

市町村職員に大きな負荷が発生する他、

市町村間で格差が生じ住民に不公平感を

持たせるなど大きな課題となっている。 

 これらの状況改善のため、市町村では、

防災情報システムの導入や他の防災情報

システムの活用に取り組んでいるが、膨

大な災害・防災情報の中で、避難勧告等の

発令にとっての必要かつ重要な情報が届

いていなかったり不十分であったりする

ことで、円滑な避難勧告・指示の発令や緊

急活動の優先付け等に利活用し切れてい

ない。 

 これらのことを踏まえ、必要な情報を

取捨選択・抽出し、優先順位や重み付けを

行い、判断に寄与する情報を確実に、また

できる限り情報内容の簡素化・端的化・指

標化するなど、市町村の適切な状況判断

を支援するための情報提供の方法と手段

が求められている。また、災害対策本部や

部局拠点が実際の災害時に的確な意思決

定判断ができるようにするためには、平

時から様々な状況が発生することを考慮

に入れた多様なシナリオを用いて、意思

決定訓練を繰り返し行い、市町村の適切

な状況判断を支援するための情報提供に

応じて適切に判断ができるようにする必

要がある。 

 

２．研究開発の概要 

本研究開発では AI技術を活用した、避

難情報を発令する市町村長の判断を支援

するシステムを構築する。開発するシス

テム、市町村災害対応統合システム

(Integrated-System for Disaster Reduction 

4(for) Municipalities)を IDR4M と名付ける。

具体的には、過去の災害・防災情報のデー

タ、実際の災害時の気象情報、河川情報、

自動車通行状況、人の移動状況、斜面等の

動態状況などのリアルタイム動的情報や



テーマⅠ、Ⅱ、ⅤおよびⅥが開発し提供する

情報等についてAI技術を活用して短時間

で分析評価し、状況判断や対応の根拠と

なる情報を、将来予測も含め、分かりやす

く表示することにより、市町村長が住民

に対して避難勧告・指示等の発令判断を

タイムリーに、またその発令エリアを的

確に指示し判断することを支援するシス

テムを開発する。また、現行の発令基準

（災害種別、明示的・非明示的）と一体的

な新システムとすることにより、市町村

の避難判断に係る労力や時間等の負担削

減を図る。SIP各テーマとの情報連携シス

テムの構成イメージは図-1 のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスク情報は、市町村が住民に対して 

避難勧告等の発令判断をタイムリーにお

こなえるよう、予測情報等を使い、10 分

間隔で更新する。また、発令エリアを的確

に指示できるよう、リスク指標を 250mメ

ッシュ単位で算出する。それにより、適切

なタイミング・エリアに段階的な発令に

つながる情 報提供を行う。対象とする 

リスクは、災害発生までのリードタイム

があり、災害発生までに避難行動が可能

な河川犯濫、内水氾濫、斜面崩壊、 地す

べり、土石流、高潮浸水、津波浸水等のリ

スクを対象としてリスク指標を算出する。

市町村長への IDR4M の情報提供イメー

ジを図-2に示す。 

  

 

図-1  SIPテーマ７と SIP各テーマとの情報連携 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．IDR4Mの災害リスク評価技術 

IDR4M の避難情報発令判断支援の中心

となるのがAI等を活用したリスク評価シ

ステムである。九州大学を中心に開発を

進めているこのシステムの最大の特徴は、

災害時の避難判断に活用されるリスク情

報はこれまでは基本的にハザード情報に

基づいていたが、ハザード情報と場の脆

弱性を加味した総合的なリスク情報を活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用した情報提供を行うものである。 

①ハザード評価では、雨量や河川水位等

の観測情報を基にハザードを現在から 6

時間後までのレンジで評価する。また、大

河川の洪水氾濫などのような物理モデル

がない流域や地域が数多くあるため、こ

のような地域ではAIを活用したハザード

評価システムを構築する。 

②脆弱性評価では、各メッシュ毎の人口

 

図-2  市町村長への IDR4Mの情報提供イメージ 



分布や土地利用情報、地域の避難所の位

置及び避難経路等から各地域の脆弱性を

評価する。この際、平常時の人口分布、避

難経路情報等に基づいた静的脆弱性と、

リアルタイムの人口動態や災害時に刻々

と変化する避難経路状態を反映した動的

脆弱性を総合して脆弱性評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③リスク評価では、ハザード評価と脆弱

性評価を統合し、洪水や土砂災害といっ

た個別の災害リスクを評価すると共に、

個別の災害リスクを統合し可視化した

「総合リスクコンター」を基に避難判断

支援情報を提供する 

IDR4M のハザード評価、脆弱性評価、

リスク評価システムの詳細を図-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-3 IDR4Mのリスク評価システムイメージ図 

 



 
 

 

 

４．研究開発のロードマップ及びモデ

ル自治体による実証実験 

開発スケジュールは図-4 のとおりであ

る。2019 年度に先行モデル自治体として

茨城県常総市及び福岡県東峰村において

実証実験を開始した。2020 年度より千葉

県香取市、東京都足立区、京都府舞鶴市、

兵庫県加古川市、岡山県高梁市を加えた、  

2021 年度からは AI を実装した災害リス

ク評価システムを 7 自治体において稼働

しAI判定を加えた実証実験を実施すると

ともに、社会実装に必要なシステムの継

続的な運用管理・サポート体制の構築と

いった制度設計を進め 、導入コストや運

用コストの最小化、適正化についての研

究・検討を進め、2023 年のシステム開発

後には全国 1700 市町村への実装を目標

としている。 

2020 年 7 月の福岡県東峰村での実証実

験においては、6時間先までの気象情報を

活用した災害リスク評価を活用し、発令

のトリガーとなる気象情報の発表よりも

2 時間早くリスク情報の提供が可能とな

ることを実証した。 

 

５．社会実装に向けたさらなる研究課

題 

 IDR4M は研究開発開始から 2年半をか

けてプロトタイプを開発しモデル自治体

での実証実験のフェーズに入ったが、

2021、2022 年度の研究開発期間内に以下

の点についてさらなる研究開発を進めて

行く予定である。 

①住民の避難行動への結びつけ 

避難勧告・指示等、避難のための適時的

確な情報を市町村から住民に伝えたとし

ても、実際の避難行動に結びつかないこ

とも想定される。このため、地域防災計画

のみならず、自発的な防災活動に関する

計画である地区防災計画の策定・改定を

通じ、水害に対する情報を正確に理解し、

避難行動に結びつけることを目指す。 

②システムの運用・管理の持続性の確保： 

「避難判断・誘導支援システム」等の社

会実装にあたっては、既存の「川の防災情

報」の提供体制を活用することを基本と

し、従前の雨量・水位等の公共的なデー

タ・情報に加えて、産業界の保有するデー

タ・情報・技術の利用・拡大を図ることと

している。そのため、運用・管理・メンテ

ナンス等にかかる費用について、データ・

情報の提供側と利用者側の間で費用負担

の考え方の整理が必要となる。システム

の持続的な運用・管理等を行うことがで

きるよう、本研究開発において合理的な

費用負担（行政負担、企業負担、個人負担

等）のあり方と枠組みについて検討する。 

図-4  研究開発の全体スケジュール 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ＡＩで対応しきれない事象への対応 

「避難判断・誘導支援システム」の構築

にあたっては、AI 分析において判断しき

れない事象たとえば、過去災害を超える

未知の災害外力の外挿への対応が発生す

る可能性があること、データの数値化に

あたり情報の質やあいまいさがあること

を念頭に置いて開発を行う。特にプロト 

タイプの構築段階において、有効性や改

良点の把握に努める。また、開発されるシ

ステムが、現行の発令基準と一体的な支

援システムであることを十分に周知し、

障害発生時にはマニュアル操作に切り替

え、冗長性を確保する等、その活用の仕方

についても留意することを徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④実運用における説明責任への対応： 

「避難判断・誘導支援システム」におい

ては、これまでのガイドラインに基づく

避難勧告等の発令に加えて、見逃しや発

令遅れを回避できるようＡＩによる判断

支援を行うこととしている。そのため、本

システムを活用した避難判断等の意思決

定の正統性、システム使用による行政責

任等の説明責任についても十分に検討し、

本システム導入に制約・抑制がかからな

いようにする必要がある。 

 

 

 

 

 

図-5  IDR4M 東峰村での実証実験状況 



ベトナム南部流域における多

目的貯水池のルールカーブを

用いた治水・水資源管理 
 

九州大学大学院生物資源環境科学府 

髙田 亜沙里 

 

１．はじめに 

熱帯多雨地域に位置する東南アジア新興諸

国では、人口増加、都市化、工業化、及び乾

季の河川流量低下に伴った塩水遡上などが要

因の水不足が生じている 1)。近年では、灌漑、

都市用水、水力発電など様々な目的に対する

需要水量が増加しており、水はますます希少

な資源となっている 2)。そのため、必要水量

の確保と効率的かつ適切な水供給が、持続可

能な水資源管理のための重要な課題である。 

一方では、雨季の洪水による浸水被害が深

刻な問題となっている 1)。特に、東南アジア

新興諸国の沿岸部の低平地域では、都市化、

地盤沈下、及び気候変動に伴う集中豪雨、上

流域からの洪水流入、海水面上昇などを要因

とした浸水被害の増加が懸念されている 3)。

つまり、東南アジア新興諸国の水管理におい

ては、利水と治水のトレードオフ問題が顕在

しており、その効果的な解決策の提案が急務

である。 

貯水池は統合的な水管理のための最も効率

的なツールの一つであり、農業、工業、上水、

環境需要など様々な目的に対する水供給の信

頼性を高め、渇水時の水利用の脆弱性を軽減

するための重要な施設である 2)。一方では、

有効な洪水対策としてダム建設が行われてお

り、洪水軽減ツールとしても貯水池が運用さ

れている。多くの貯水池システムは、事前に

定義された操作規則に基づき管理されている。 

これらの操作規則は、その時々の貯水位、

降雨量や河川流況などの水文気象条件、季節

に基づいて、貯水池システムからの適切な放

流を実現しようとするものである。貯水池の

操作規則は、一般にグラフや表の形式で提示

されており、「ルールカーブ」と呼ばれている。 

10 日～1 ヵ月毎の基準貯水位（あるいは基準

貯水量）としてルールカーブが提示される場

合が多く、一例として示した図−1 のように、

その時々の貯水位（あるいは貯水量）がルー

ルカーブを超過するか否かで、洪水防除のた

めの放流操作や渇水軽減のための貯水操作が

決定される。このように、ルールカーブは貯

水池の操作方針を効率的に決めるための重要

なツールとして活用されている。 

 

 

 

 

本稿では、東南アジア新興諸国における利

水・治水の課題解決に向けた取り組みとして、

ベトナム南部 Sai Gon - Dong Nai 川流域の多

目的貯水池におけるルールカーブを用いた治

水・水資源管理について紹介するとともに、

最適化手法を用いたルールカーブの提案に関

する研究成果を報告する。 

九州大学大学院農学研究院・生物資源環境

科学府水環境学研究室では、ベトナムの

Thuyloi Universityや Institute of Water Resources 

Planning と共同で、東南アジア新興諸国にお

ける統合流域管理に関する共同研究を進めて

いる。本稿は、その研究内容の一部を紹介し

たものである。 

図−1 ルールカーブの一例（1ヵ月毎の基準

水位を提示） 

 



２．Sai Gon - Dong Nai川流域の多目的

貯水池における治水・水資源管理 

図−2に示すように、Sai Gon - Dong Nai 川流

域の下流部にはベトナム最大の経済都市であ

る Ho Chi Minh 市が位置し、同市の上流には

6 つの主要な多目的貯水池が配置されている。 

図−3に Sai Gon - Dong Nai 川流域の概略図、

および各貯水池の機能を示す。洪水制御、生

活用水や発電用水の供給など、各貯水池にお

ける機能と水供給の優先順位が異なる。その

ため、貯水池の操作規則を表すルールカーブ

は 4 本や 5 本の基準水位で表現されるなど、

貯水池毎に異なる形状のものが定義されてい

る。各貯水池は河川で接続されているため、

貯水池同士で放流・貯水操作が相互に影響を

与えているものの、現状としては、それぞれ

の貯水池の管理者によって独立した運用が行

われている。 

現地調査より、Ho Chi Minh 市の水問題に

関して、以下の情報が得られた。 

渇水に関して：水不足は毎年 2月から 5月

にかけて発生しており、特に 4 月下旬から 5

月上旬にかけて深刻である。同市の 90 %の生

活用水は Sai Gon 川（45 %）と Dong Nai 川

（45 %）から、10 %は地下水から取水される。

取水施設の多くは Sai Gon 川と Dong Nai 川沿

い、河口から約 40 km ~ 60 km 離れた場所に

位置する。乾期は河川流量が減少するため、

河口から約 70 km ~ 100 km まで塩水遡上が発

生し、施設での取水が困難となる。その結果、

深刻な水不足が発生し、甚大な被害をもたら

している。 

洪水に関して：洪水期（7月～11月）には、

毎年のように洪水が発生している。洪水の原

因としては、洪水対策用インフラ整備の遅れ、

地域開発による上流域からの流出量の増大、

海水面上昇、地盤沈下、集中豪雨などが挙げ

られる。近年では 1999 年、2000 年、2002 年

に大規模な洪水が発生した。2000 年の被害が

最も甚大で、Ho Chi Minh 市全域の約 42.3 %

が浸水した。 

以上のように、現行のルールカーブを用い

た治水・水資源管理では、水不足の問題が発

生している一方で、上流の多目的貯水池の不

適切な操作による洪水流入が下流の Ho Chi 

Minh 市の浸水被害を引き起こす一要因とな

っている 3)。そこで、下流域における渇水軽

減と洪水防除を目指した最適化計算により、

最適なルールカーブ、つまり需要水量を満た

すように放流できる、あるいは洪水を防ぐよ

うに貯水可能なルールカーブを作成する手法

の開発に取り組んだ。 

 

３．Dau Tieng貯水池を対象としたルール

カーブの最適化手法の提案 

（1）対象流域 

多目的貯水池のルールカーブ最適化手法の

開発に際して、まず Sai Gon - Dong Nai 川流域

の主要貯水池の一つである Dau Tieng 貯水池

 
 

図−2 Sai Gon – Dong Nai川流域 

 

 
 

図−3 各貯水池の機能 

 



を対象とした。流域面積は約 2700 km2で、図

−4のように、流域の約 10 %を Dau Tieng 貯水

池が占めている 2)。年間降雨量は約 1800 mm

で、ベトナム総理大臣名で公布された Sai Gon 

- Dong Nai 川流域の貯水池運用方針 4)では、

Dau Tieng 流域の洪水期は 7 月 1 日～11 月 30

日、乾期は 12 月 1 日～翌 6 月 30 日と定めら

れている。 

 

 

図−4 Dau Tieng貯水池の概要 

 

（2）Dau Tieng貯水池の機能と需要水量 

Dau Tieng 貯水池は国内最大規模の多目的

貯水池で、総貯水容量は 1.58 × 109 m3で、有

効貯水容量は 1.11 × 109 m3である 4)。ダム堤

体の平均標高は 28 m、長さは 1100 m で、6 つ

の洪水吐を有しており、洪水吐の最大放流量

は 2800 m3･s-1である 4)。同貯水池の機能とし

て優先度順に、①洪水制御、②生活用水、③

工業用水、④環境用水、⑤農業用水の供給が

挙げられる 2)。ここでの環境用水とは、河口

部における塩水遡上の抑制や河川環境の維持

を目的とした用水を指す。また、同貯水池に

は、図−5のように、生活用水、工業用水、環

境用水、農業用水に対する毎月の需要水量が

設定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）Dau Tieng貯水池の操作規則 

Dau Tieng 貯水池の運用に関わる基準水位 

を図−6に示す。同貯水池には、ダム堤頂 28.0 

m と貯水可能な最高水位を示す 26.9 m の

Checking Flood Level が設定されている。また、

25.1 m の排除水位（Retarding Water Level）、1

ヵ月毎に規定された上位水位（Upper Water 

Level）、下位水位（Lower Water Level）、限界

水位（Critical Water Level）、貯水池運用上の下

限である 17.0 m の死水位（Dead Water Level）

が定義されている。これらの内、放流・貯水

操作決定の基準となる排除水位～死水位の 5

つの基準水位がルールカーブである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dau Tieng 貯水池における現行のルールカー

ブを図−7に示す。ルールカーブと貯水位の関

係に基づき、以下の操作規則が定められてい

る 2)。 

・ 貯水位が排除水位を超過すると、直ちに

洪水吐を最大限開いて、排除水位になる

まで最大流量を放流する。 

 
図−5 各用水項目の月需要水量 

 

図−6 Dau Tieng 貯水池の運用に関わる基準

水位 

 



 

 

・ 貯水位が排除水位に達すると、直ちに洪

水吐を開き、上位水位になるまで速やか

に放流する。 

・ 貯水位が上位水位を超過すると、放流を

最優先に行って上位水位に維持する。 

・ 貯水位が下位水位を下回ると、生活用水

と工業用水に対する供給を十分に行い、

農業用水への供給を制限する。 

・ 貯水位が死水位を下回ると、生活用水以

外の全需要項目への給水を停止する。 

図−7における排除水位は、Dau Tieng 貯水池

の Design Flood Level（設計洪水位）を示して

いる。この水位を越えると洪水吐を最大限開

く必要があるため、下流域での洪水の危険性

が高まる。また、死水位は Dau Tieng 貯水池

の運用計画上の最低水位を示している。この

水位を下回ると生活用水以外に対する給水が

止められるため、下流域での水不足の危険性

が高まる。したがって、貯水池の放流量の管

理においては、貯水位を死水位（= 17.0 m）以

上、排除水位（= 25.1 m）以下に保った上で、

その時々の貯水位に応じて、適切な放流を行

う必要がある。そこで本研究では、各需要項

目に対する給水量を決める基準となる上位水

位の 12 点、下位水位の 12 点、限界水位の 12

点を最適化手法により新たに決定した。 

（4）ルールカーブの最適化手法の開発 

Dau Tieng 貯水池ルールカーブの最適化手

法として、他の大域的最適化手法と比べても

優れた最適解探索能力が示されている SCE-

UA 法（Shuffled Complex Evolution method, 

University of Arizona）を採用した。図−8に、

SCE-UA 法によるルールカーブ最適化の計算

手順を示す。 

 

 

 

すなわち、1 組の決定変数が表現するルー

ルカーブと、貯水池流入量、需要水量、貯水

池操作規則を用いて、時間ステップ毎の（a）

放流量・貯水量のシミュレーションを行った。

（a）の結果を用いて、Dau Tieng 貯水池の下

流域における渇水軽減と洪水防除を目指した

（b）目的関数を計算した。以上の手順（a）

と（b）を、（c）SCE-UA 法による決定変数の

進化の回数が予め設定した回数（= 100 回）に

なるまで繰り返すことで、最適化計算を行っ

た。 

a）放流量・貯水量のシミュレーション 

放流量の計算には、図−5の生活用水、工業

用水、環境用水、農業用水における毎月の需

要水量データを用いた。各時間ステップにお

いて、Dau Tieng 貯水池のルールカーブと操作

規則に基づいて決定された供給項目の需要水

量を放流するものとした。また、貯水量は各

時間ステップにおける貯水量に、貯水量流入

量と降雨量を加えて、放流量と蒸発散量を差

し引いたものを次のステップの貯水量として

計算した。 

b）目的関数の設定 

Dau Tieng 貯水池で水供給の優先度が低く、

現行のルールカーブでは充足率が十分に満た

されていない環境用水と農業用水に注目し、

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図−7 Dau Tieng貯水池の現行ルールカーブ 

図−8 SCE-UA法によるルールカーブ最適化の

計算手順 



環境用水と農業用水の需要水量と供給水量の 

差を最小化し、充足率を改善することを目指

して目的関数を設定した。また、下流域の洪

水防除と渇水軽減を考慮した各種の制約条件

はペナルティ関数として表現し、目的関数に

加算した。 

（5）ルールカーブ最適化の計算結果と考察 

1999年～2009年の11年間を計算期間とし、

日単位ステップで行われた最適化計算で得ら

れたルールカーブを図−9 に示す。図−7 と図−9

を比較すると、最適ルールカーブでは、洪水

期中頃で貯水位が高くなることが予測される

10 月と 11 月の上位水位が、現行ルールカー

ブの場合より高めに設定されたことから、洪

水吐からの放流を行う日数が減少し、下流の 

 

 

洪水防除に対して有効であることが考えられ

た。 

現行ルールカーブと最適ルールカーブを用

いて計算した 1999 年～2009 年における各用

水項目の月平均充足率を表−1に示す。工業用

水と環境用水の充足率が 100 %、農業用水の

充足率が 79.1 %で、現行ルールカーブの充足

率に対して工業用水が+2.7 ポイント、環境用

水が+7.6 ポイント、農業用水が+12.7 ポイン

トで、各用水項目の充足率が大きく改善され

た。これは、環境用水と農業用水の充足率の

改善を目指した目的関数を設定したことが影

響したと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．おわりに 

 本稿で提案した最適ルールカーブは、著者

が設定した治水と利水のバランスに基づいて 

作成されたものであるが、ここで開発した最

適化手法を用いることで、実際の政策決定者

が求める治水と利水のバランスに合わせた最

適ルールカーブを提案することが可能である。 

また、現状では Sai Gon - Dong Nai 川流域の 6

つの多目的貯水池は、各貯水池の管理者によ

って独立した運用がなされているが、それら

の貯水池を統合的に運用・管理することで、

単一の貯水池管理では対応が困難だった異常

渇水や大規模洪水に対しても被害を最小限に

できることが期待できる。今後は、Sai Gon - 

Dong Nai 川流域の 6つの多目的貯水池の統合

管理による最適ルールカーブの提案を目指し

た研究に取り組みたい。 
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令和元年 8 月佐賀豪雨災害時

の自動車流出事故の事例調査 
 

佐賀大学教育研究院 

押川 英夫 

佐賀大学大学院 

中野 澪 

 

１．はじめに 

令和元年 8 月 27 日から 28 日にかけて、

佐賀県を中心に秋雨前線に伴う線状降水帯

による豪雨災害が発生した（以後、佐賀豪

雨災害）。佐賀豪雨災害時の重大な人的被害

としては、死者 4 名、重傷者 1 名となって

いる。死者の内 1 名は武雄市北方町の自宅

での溺死（足の不自由な高齢女性）である

が、残りの死者 3 名および重傷者 1 名は何

れも軽自動車で走行中に車ごと流された事

故による人的被害である。本研究では、今

次水害時の重大な車の流出事故の状況につ

いて概説することで、今後の教訓としたい。 

 

２．自動車が流された事故の事例調査 

(1)佐賀市内の水路への自動車落下事故 

8 月 28 日午前 9 時頃には、佐賀市水ヶ江

において 70 代女性の運転する軽自動車が

水路に落下する事故が発生した。9 時 25 分

頃の通報に基づいて消防隊員らにより救出

された被害者は、意識不明の重体であった。

事故の発生箇所の全景と、被害者の実際の

走行ルートと予想される正常ルートを併せ

て図-1、また事故地点付近の写真を図-2 か

ら図-4に示す。 

突き当たりで左折するつもりだった被害

者は（右折は私有地への進入路）、10m 程度

の距離を見誤って、アパートの敷地内へ左

折して進入したものと推定される（図-2）。 

図-3に示すように、奥（建物の前）は 2 台

分の駐車スペースになっているものの、冠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水していた事故時はともに空いていたと思

われる。 

図-4 に示すように、奥の落下地点の水路

との境をなすコンクリート製の低い壁の高

さは、地面の傾斜に伴い左側と右側で顕著 

 

図-1 佐賀市内の水路への自動車落下事故の

発生箇所（google earth に加筆して作成） 

 

図-2 左折前の車が直進していた道路 

 

 

図-3 自動車が落下した駐車スペース 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に異なっている。左端の高さは 36cm であ

ったが、右端は僅か 7cm、車止めの高さも

10cm であった。事故車は軽自動車であった

ことから、左側に寄って走行していれば低

い壁でも衝突して止まったものと思われる。 

しかしながら図-3 に示すように、左側に比

較的大きな木があることから左に寄って走

行していたとは考え難く（冠水していたの

で駐車スペースの境の白線は恐らく見えて

いない）、真ん中付近、もしくは右側付近を

走行していたものと予想される。そのため、

10cm 程度の車止めと僅かな壁では止まり

きれずに落下したものと考えられる。 

佐賀市内の 10 箇所には自動計測のスマ

ート浸水標尺が取り付けられている。この

事故現場付近を含めた浸水標尺の設置位置

の一部を図-5 に示す 1)。なお、図中の中心

を白く塗り潰した赤丸が自動計測のスマー

ト浸水標尺で、青丸が市職員やボランティ

アを含めた市民からの情報を広く集めるた

めの浸水標尺である。図-5 中に黄色の四角

で囲った現場付近のスマート浸水標尺によ

る今次水害時の浸水深の測定結果を図-6 に

示す 1)。なお、27SS-1 が事故現場に最も近

い計測地点である。 

図-6より、事故現場付近では 28 日の午前

6 時から 12 時頃までの比較的長期間に渡り、 

かなりの浸水深になっていたことが理解さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れる。通報があった 9 時半頃の事故現場に

最も近い 27SS-1 における浸水深は 61cm で

あった。押川ら 2)も指摘しているように、小

型車は 40cm 程度の水深で浮力により浮い

てしまう。図-6 で事故現場の周囲は何れも

最大浸水深が 40cm を越えており（27SS-1

では 63cm）、軽自動車が浮いてしまう条件

に当てはまる。佐賀市は低平地にあり、勾

配が非常に緩いことから流速がそれ程速か

ったとは考え難いものの、これ程の水深で

あれば浮き気味だった可能性が高く、流れ

や慣性、動揺などと相俟って低い壁（図-4）

を乗り越えて落下に至ったものと考えられ

る。 

事故現場の図-3 からも分かるように、ア

 

図-4 コンクリート製の車止めと壁の高さ  

図-5 佐賀市内の浸水標尺の設置位置（佐賀

市の資料 1)に加筆して作成） 

 

 

図-6 スマート浸水標尺による浸水深 1) 



パートの前は比較的開けている。しかしな

がら、事故のあった午前 9 時過ぎは暗くな

かったことから、道路冠水により動揺して

いた比較的高齢の被害者の判断能力が低下

していたことも考えられる。 

(2)武雄市武雄町西部の自動車流出事故 

8 月 28 日の日の出前の午前 5 時頃に佐賀

県武雄市武雄町では、武雄川の北側の住宅

街で軽自動車が流される事故が発生した。

その後、市道沿いの田圃内の軽自動車内で

発見された運転者の 50 代男性は死亡が確

認された（図-7、図-8）。 

武雄川に左岸側から合流する水路（図-9

～図-11）を通して流入した鉄砲水が、市道

の下を横切って流れる暗渠（図-9）から溢れ

て道路上を流れる際に、付近を通過した当

該車輌を側方から押し流したものと考えら

れる。 

鉄砲水は図-7、図-10に示された国道 35号

線の北側の山から流出している。国道 35 号

線下の暗渠を通って南側の水路（図-10）に

流入した水は、事故発生箇所付近の暗渠（図

-9）から溢れただけでなく、若干上流側（図

-10付近）で右岸側の住宅街にも流出してい

る（図-7中の①では 16cm の浸水）。水路か

ら溢れた水は市道から武雄川の左岸側の比

較的広範囲の浸水を引き起こしており、流

出車両が発見された田圃の下流側の住宅街

の浸水深は上流側で 70cm（図-7 中の②）、

やや下流側で 55cm（図-7中の③）に及ぶ 3)。

以上より、市道上に溢れた流水の水深も

30cm 程度は十分に想定しうる。また、ここ

では若干斜め側方からの流れが車に作用し

ていることから、流向を考慮した押川ら 4)

の実験によると最も危険な条件に相当する。

したがって、この付近を通過していた軽自

動車が側方からの流れにより押し流された

と結論づけられる。 

軽自動車の流出箇所から武雄川の若干下

流には正光寺堰があることから（図-7中の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④）、武雄川の事故発生箇所付近に普段の流

れは殆どない（図-11）。 

 

図-7 武雄川左岸側の事故発生箇所（   印は車が

発見された田圃、図中の浸水深は佐賀県の資料中の

値 3）、google earth に加筆して作成） 

 

図-8 市道沿いの事故発生箇所の田圃 

 

図-9 溢れた暗渠と事故の発生箇所 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)武雄川から六角川まで流出したケース 

前節の地点付近では、同じ頃の 28 日の朝

に 50 代女性が車ごと流されて死亡に至る

事故も発生している。このケースでは、被

害女性の車が武雄川の下流側で発見されて

おり、被害者は車から離れた杵島郡白石町

馬洗の馬田橋付近で発見されている。今次

災害における鉄工所からの油の流出事故に

伴い、堤内地から六角川および有明海への

油流出対策として設置されたオイルフェン

スに引っかかっていた遺体が 9 月 1 日に発

見されている。 

(4)福岡県八女市における自動車流出事故 

8 月 28 日午前 8 時頃には、福岡県八女市

立花町において 80 代の男性が運転する軽

自動車が車ごと流された。近くの男性によ

り一旦助け出されたものの、泳いで避難し

ている際に再び流されている。救出に当た

った男性は助かったものの、運転していた

男性は近くの水路で心肺停止の状態で発見

され、その後に死亡が確認されている。 

 

３．おわりに 

佐賀低平地は北側から複数の１級河川が

流入し、南は有明海に面した浸水リスクの

高い地域である。今次水害では 1 級河川の

破堤などは見られなかったことから、基本

的に内水被害であり、実際の浸水流速は殆

どの地点でそれ程大きくはなかったものと

思われる。勾配が緩い低平地では流速は大

きくはなり難いものの、道路橋やアンダー

パスに伴う傾斜などもあることから、局所

的には低平地でも速い流れは生じ得る。 

今次災害における重大な人的被害の内訳

が示唆するように、洪水時の自動車走行の

危険性に関する市民の認識は低いものと想

像される。今後は本研究で得られた知見な

どをもとに、洪水時の自動車走行の危険性

を広く社会に訴えていく必要があるものと

思われる。今回の被害を大きな犠牲を払っ

て得た貴重な教訓として、将来に活かすこ

とが必要である。 
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図-10 溢れた水路の中流部 

 

図-11 溢れた水路と武雄川の合流点（右下

が車両発見場所の田圃の隅） 
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